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活動トピックス
第二期 総会・活動報告会を開催しました

N E WS

2016 年 5 月 9 日（月）株式会社 河北新報社 別館 4 階会議室を会場に、総会・活
動報告会を開催いたしました。第二期 事業報告、決算報告、第三期 事業計画、
予算案の報告をさせていただきました。ご参加いただきました皆様、本当にありが
とうございました。祈りのモニュメントの設置へ向けて邁進してまいります。今後
とも皆様からの温かいご支援を宜しくお願いいたします。

第 54 回日本小児外科学会学術集会にてブース出展いたしました

vol.2

2011 年 3 月 11 日、東日本大震災の発生から 6 年の月日が経過しました。宮城・岩手・福島 3 県に及ぶ被災地域も、
かつての故郷を胸に描きつつ、着実に復興への歩みを進めています。その一方、復興への歩みが着実になるにつれ、
我々の日常意識から「震災」の二文字が薄れゆく実感を纏うのもまた、確かな事実です。喪った家族や友人と別れ、
さよならを告げた方々の心。薄れゆく意識を後世へ伝える、我々に課せられた義務と責任。世界中から与えられた
支援、日常への感謝。そして創り出す新たな未来へ向けた希望への象徴。そんなすべての想いを込めた復興のシン
ボル、「祈りのモニュメント」が今こそ必要だと考えます。「3.11. Monument Project」においては既に宮城県
13 社の役員企業、約 50 社の賛同企業が一体となり、復興プロセスにおける最大の発信都市・石巻市への設置を
すべく、様々なご支援を戴いております。イタリアを制作拠点と
する世界的アーティスト「武藤順九」氏のご協力を仰ぎ、始動を 一般社団法人東日本大震災
遂げた本プロジェクト。更なる加速・推進を図るべく、ご意見・ 鎮魂と追悼のモニュメント建立プロジェクト
ご協力賜りますよう何卒よろしくお願い致します。

2017 年 5 月 11 日（木）〜 13 日（土）の三日間、仙台国際センターを会場に、
第 54 回日本小児外科学会学術集会が開催されました。文化講演では「いのちを彫る、
いのちを詩う 〜造形をとおして生命の喜び，尊さを〜」をテーマに、武藤順九氏に
よる講演が行われました。また、会場には「東日本大震災 鎮魂と追悼のモニュメン
ト建立プロジェクト」のブースも出展させていただき、多くの方々が来場され、ご
賛同・ご支援をいただきました。

理事長

イタリア・ローマ近郊のアトリエ、トスカーナ州ピエトラサンタ、近年は京都にも拠点をおき、

を通じて、いのちの尊さをうったえ続けてきました。大自然の営為が造りだした大理石と向き合

い生まれた作品「風の環（かぜのわ）」シリーズは、2000 年、バチカン市国・ローマ法王夏の
離宮カステル・ガンドルフォに、史上初の抽象彫刻として永久設置されました。2006 年には、

「完成モニュメント」が仙台港に入港しました

インド・釈迦悟りの地であり仏教の聖地、世界遺産でもあるマハボディ寺院に永久設置。2008

年には、アメリカ合衆国ワイオミング州・ネイティブアメリカンの聖地であり世界で最初の国立モ
ニュメント・デビルスタワーに永久設置されるなど、その営みは、世界有数の聖地に作品が永久
設置されるという成果に結実し、各地で多くの感動を誘い、共感の環をひろげ、人間愛に根ざし
た世界平和への意義をアピールしてきました。2012 年、東日本大震災鎮魂と追悼のモニュメン
ト建立プロジェクトから、3.11 慰霊モニュメント製作の依頼を受け、宮城県石巻市南浜地区に
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( 東日本大震災 3.11 慰霊モニュメント 1/4 ファーストイメージモデル )
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ローマ法王夏の離宮

仙台国際センター

ピエトラサンタ

永久設置（日本）

カステル・ガンドルフォ

Permanent installation at

永久設置（バチカン市国）
Permanent installation at the
Popeʼ s Summer Imperial villa,

Sendai International Center,
Sendai, Japan

永久設置（イタリア）
Permanent installation at
Pietrasanta, Italy

"CIRCLE WIND"
―PA X2005―
ブッダガヤ・マハボディ寺院
《世界遺産》永久設置（インド）
Permanent installation at
Mahabodhi Temple
（ The World Heritage）,

Castelgandolfo, Vatican

Buddha Gaya, India

武藤順九
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藤﨑三郎助
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独自の境地を切り拓く画家・彫刻家の武藤順九。これまで多くの作品を発表し、その創作活動

予定されている復興祈念公園（仮称）内設置に向けて、現在、官民一体の取組が進行しています。

3.11monument

"CIRCLE WIND"
―PA X2008―
「聖なる煙」
デビルスタワー国定公園内

2016 年 1 月に武藤順九氏により製作に入ったモニュメントは約一年の製作期間を経て、同年 12 月に完成しました。イタリア・ピエトロ
サンタより「完成モニュメント」として出荷され、2017 年 2 月に仙台港に入港しました。
「祈りのモニュメント」活動ロードマップとして、
第 1 フェイズは制作→認知へと注力し、第 2 フェイズは、2020 年に竣工が予定されている「震災復興記念公園」の実現に向けて活動を行っ
ています。そして、その公園の中心には、風の環が設置され、震災の記憶を風化させないことと、鎮魂の祈りを同時に込めることを目指し
ています。現在、県内企業各社（役員 13 社・賛同約 50 社）を中心とした体制を組織しておりますが、今後は企業・行政がより一体とな
り活動を推進、市民・県民レベルへの普及・促進を図って行きたいと考えています。この公園の実現のために、引き続き皆様からのご協力
をお願いいたします。

"CIRCLE WIND"
―PA X2011―
FOR ALL VICTIMS OF 9.11th
「N.Y.9.11 慰霊モニュメント」

永久設置（アメリカ）

ニューヨーク ジャパン・ソサエティー

− Circle of Sacred Smoke −

プレビュー展示（アメリカ）

Permanent installation at the

Preview Exibition at

Devils Tower (First National Monument),

Japan Society, N Y, U.S.A.

Wyoming, U.S.A.

略歴
仙台市に生まれる

東京藝術大学美術学部卒後フランス、スペイン滞在

イタリア・ローマにアトリエを構え、現在に至る

ローマ国際オスカー展出品、絵画の部オスカー受賞

CIRCLE WIND − KIZUNA
Pietrasanta, 2016.1.

ローマ国際アーティスト展銀賞受賞

ヴェルシリア賞 1997 年度グランプリ受賞〈彫刻、絵画〉（イタリア）

同受賞展・PAX2000 世界巡回展開始 ( イタリア )

2000 年 「風の環−PAX2000−」カステル・ガンドルフォのローマ法王公邸内に史上初の抽象彫刻永久設置（バチカン市国）
2001 年 「風の環−PAX2001−」仙台国際センターに永久設置（仙台市）
2002 年 「シリーズ『記憶の壁』PAX2001−光の誕生−」

世界遺産を総括する国際連合の専門機関ユネスコのパリ本部に永久設置（フランス）

2003 年 「風の環−PAX2003−」ピエトラサンタに永久設置（イタリア）

2006 年 「風の環−PAX2005−」仏教発祥の地ブッダガヤ《世界遺産》に永久設置（インド）

書籍 『風の環 武藤順九の宇宙 』（神渡良平著／ PHP 研究所）
『いのちを彫る 風の環の哲学』（武藤順九著／ PHP 研究所）
公式サイト 武藤順九の宇宙

http://www.junkyu.jp/

■ 関連動画を YouTube「 武藤順九」で検索
・武藤順九 014 ／ 3.11 風の環プロジェクト
・風の環 3.11

東日本モニュメント活動

・武藤順九（１）
・武藤順九（2）
・3.11& 人と自然 悲しみと愛〜武藤順九の宇宙〜
・Junkyu Muto's Universe: 3/11, Humans and Nature,
Sorrow and Love( 英語版・武藤順九の世界 )

2007 年

彫刻作品「飛翔」東北の玄関・仙台空港駅に永久設置（仙台市）

2009 年

国際天文学連合が小惑星 6098 に対して武藤順九にちなんで MutoJunkyu と命名

2008 年 「風の環−PAX2008−」ネイティブ・アメリカンの聖地ワイオミング洲デビルスタワー国定公園内に永久設置（アメリカ）
2011 年 「風の環−N.Y.9.11 慰霊モニュメント−」ニューヨーク市のジャパン・ソサエティーでプレビュー展示（アメリカ）
2012 年

2013 年

2014 年
2015 年

COP3 京都議定書 15 周年プロジェクト「光・水・風 ~3.11 復興への祈り ~ KYOTO 2012」国立京都国際会館庭園に 21 点の

彫刻作品を展示（京都市）同オープニングにて「東日本大震災 3.11 慰霊モニュメント 1/4 ファーストイメージモデル」初披露
東日本大震災 鎮魂と追悼のモニュメント建立プロジェクト発表（仙台市）、製作依頼（同実行委員会 河北新報内／仙台市）

風の環 3.11 絆プロジェクト実行委員会発足（実行委員長 尾池和夫／京都市）京都、東京、仙台、広島、倉敷、各地でイベント開催

3.11 慰霊モニュメント「絆」制作開始（1 月／イタリア）

2016 年 「武藤順九の宇宙」展（9 月／高崎シティギャラリー／高崎市）

3.11 慰霊モニュメント「絆」制作終了、日本へ向け出発（12 月／イタリア）

CIRCLE WIND − KIZUNA
Pietrasanta, 2016.12.

【彫刻】重量 6.5t. サイズ 幅 300 奥行 90 高さ 240cm
【台座】重量 8t. サイズ 幅 150 奥行 150 高さ 100cm

皆様からのご寄付・ご支援
3.11monument

ご支援頂いたチャリティー活動・ご寄附の一部をご紹介致します。
この他のチャリティー報告詳細は3.11モニュメントのホームページをご参照下さい。

２０１３年３月 宮城県で立ち上がった官民一体のプロジェクト

「 東 日 本 大 震 災 鎮 魂と 追 悼 の モ ニュメント建 立 プ ロジェクト 」
〜 未来への希望の象徴としてのモニュメントを 〜

01「 祈りの モ ニュメント 」の 必 要 性

なぜモニュメントが必要なのか
東日本大震災の経験・想いを結晶化し、創り出す新たな未来への歩みにつなげる。

「追悼の気持ちを表わす場所」の必要性
人々が祈り、献花を捧げ、追悼の気持ちを表す場所。
（直接、間接被災者）

みやぎ生協様からのチャリティ

「震災の記憶の伝承」の必要性
震災の記憶を薄れさせず、後世に伝えていくための場所。

3.11monument
2016年2月18日
（木）みやぎ生協（仙台市）宮本弘理事長にお越しいただき

「未来へ向かう希望の象徴」の必要性
与えられた日常への感謝、創り出す新たな未来へ向けた希望への象徴。

贈呈式を執り行いました。宮本理事長より
「鎮魂の祈りをささけられる場所
が必要だと感じていた。
プロジェクトのお役に立ちたい」
と温かいお言葉を
いただきました。
目録を受け取った藤﨑三郎助会長より
「設置には多くの協
力が必要で、感謝している」
と引き続きのご支援とご協力をお願いいたしま
した。
また、当日の様子は河北新報朝刊にも掲載されました。

追悼の気持ちを表わし、震災の記憶を伝え、未来へ向かう希望の象徴としての役割を果
たし人々が集まるための場所となる「祈りのモニュメント」が必要であると考えます。

02「 祈りの モ ニュメント 」に 込 めら れ た 思い
「祈りのモニュメント」制作コンセプト 武藤順九氏の慰霊碑への思い

武藤順九氏はモニュメントに対して、３つの “思い” を込めたいと考えています。

山一地所様・深松組様からのチャリティ

人への思い
震災で亡くなった人たちの魂を慰める願
いを込めると共に彼らを見送った人々の
心をも慰めるものとしていきたい。
▼
キーワード① 慰霊・鎮魂
▼

2017年2月23日
（木）山一地所（仙台市）渡部志郎会長、深松組（仙台市）深松
努社長にお越しいただき贈呈式を執り行いました。渡部会長より
「震災を忘
れず次世代に伝える主旨はすばらしい」
、深松社長より
「風化が進む中、
モニ
ュメントは被災地の思いの象徴になる」
とご賛同いただきました。贈呈式で
は目録を受け取った峯岸実行委員長より
「多くの寄附を意義あるものにした
い」
とお伝えし、引き続きのご支援をお願いいたしました。
また、当日の様子
は河北新報朝刊にも掲載されました。

世界への思い
世界中の人たちが日本に愛を贈ってくれたこと
に感謝を表わし世界中のたくさんの愛があった
ことをモニュメントに刻み伝えていきたい。
▼
キーワード② 愛・感謝
▼
モニュメントコンセプト

未来への思い
自然の力のすごさと共に、自然と調和して震災を
乗り越える人間の力のすごさ生きるすばらしさを
未来へと伝え希望を届けるものとしていきたい。
▼
キーワード③ 希望・調和
▼

“CIRCLE WIND 2011”

東日本大震災 3.11. 慰霊モニュメント

ダンロップタイヤ東北様・センコー東北主管支店様からのチャリティ
2017年5月10日
（水）
ダンロップタイヤ東北様（仙台市）香川光宏社長、
セン
コー東北主管支店（仙台市）田中正志東北主管支店長にお越しいただき贈
呈式を執り行いました。香川社長より
「被災地の力になりたい」
、田中東北主
管支店長より
「プロジェクトの一助になれば」
と、今後も引き続きご協力いた
だけるお言葉をいただきました。
目録を受け取った峯岸実行委員長より感
謝のお言葉をお伝えいたしました。
また、当日の様子は河北新報朝刊にも掲
載されました。

武藤順九氏の作品テーマであるメビウスの環がモチーフ。
幾度か被災地を訪れた氏が故郷の惨状に複雑な思いを抱えていた折、
がれきの間から芽吹いている双葉の光景が目に留まった。

風の環 2011- 絆
CIRCLE WIND 2011-KIZUNA
東日本大震災 3.11 慰霊モニュメント
1/4 ファーストイメージモデル
(2011. H.64×L.80×S.26cm イタリア大理石）

「命のはかなさとともに、自然のやさしさ、
そして生命の大いなる環のようなものを感じました。
今回のモニュメントはそのような小さな一風景から生まれました
（
「みやぎにエール」より抜粋）
。
」

03「 祈りの モ ニュメント 」建 立 に 向 け て

2020 年、石巻市南浜地区復興祈念公園（仮称）の実現と、モニュメントの設置へ向けて

ご支援のお願い
皆さまの温かいご支援を必要としています。

未来の笑顔のためにぜひご賛同、ご支援頂けますようお願い申し上げます。

ご寄付 ( 税法上「一般寄付金」扱い )

ご寄付………１口 1,000 円より

1,000 円以下でもご寄付承ります。
※お振込手数料はご負担ください

※寄附金受領証明書をご郵送いたします。銀行よ
りお振込みいただいた際は、恐れ入りますがご住

所等のご確認をさせて頂きたく、当事務局へご連
絡いただきますようお願いいたします。

お振込先
七十七銀行 本店営業部
普通口座 8012008
モニュメント建立プロジェクト
実行委員長 峯岸良慥

（モニュメントコンリュウプロジェクトジッコウイインチョウミネギシリョウゾウ）

お問い合わせ

一般社団法人 東日本大震災鎮魂と追悼のモニュメント建立プロジェクト事務局
〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-2-28（株式会社河北新報社 別館4階）
電話： 022-721-4311 ＦＡＸ：022-211-4437
HP： http://311monument.org/ MAIL： 3.11.monument@gmail.com

事務局より…

東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県石巻市南浜地区において、国、宮城県及び石巻市の連携のもとに設置される復興祈念公園。平成 26 年
3 月に策定した「石巻市南浜地区復興祈念公園（仮称）基本構想」に基づき、空間デザイン計画、植栽計画をはじめ、今後、具体的に進められる
整備及び管理運営について、有識者及び関係行政機関の代表者からなる「宮城県における復興祈念公園基本計画検討調査有識者委員会」にて審議
されており、有識者会議・元住民意見交換会・市民フォーラム等を重ねています。
石巻市南浜地区復興祈念公園（仮称）の３つの空間構成と基本的な視点

浜の自然との係わり

・市街地が大津波で消失したが、暮らしの記憶を
再生する手がかりが残っている。
・人々の心に暮らしの記憶がある。

・かつて湿地と松原であった場所。
・津波で街が消失、本来の自然に回帰しつつある。

日本小児外科学会学術集会にてブース出展をさせていただくなど、多くの方々の目に触れる機会も多くなりつつあります。今後も積極
的に様々な活動をしてまいります。そして、祈りのモニュメントは製作も完了し、これからは石巻市南浜地区復興祈念公園（仮称）の
実現と、モニュメントの設置へ向けて活動を継続してまいります。震災の記憶を風化させないことと、鎮魂の祈りを同時に込めること
が目的であり、この公園の実現のために、引き続き皆様のご支援・ご協力をお願いいたします。

・自然への畏敬の念と暮らしの記憶を持ち、追悼と
教訓の伝承とともに、復興への意志を伝え続ける。
・命の尊さを実感する公園づくりを通じてこの土地
に係わり続けていく。

〜浜・街・祈念公園の場所性を重ねる〜

・かつての環境と現状を踏まえ、土地本来の自然を育む。
・暮らしの記憶を街路網に刻み、これを感じる。
・追悼と鎮魂の思いとともに、まちと震災の記憶をつたえ、生命（いのち）のいとなみの杜をつくり、人の絆（きずな）をつむぐ。

04「 祈りの モ ニュメント 」の 活 用 展 開

慰霊碑に「人と人をつなげる」役割を持たせ、慰霊碑を中心とした拡がりのある活動を展開。

支援のつながり

慰霊碑の前で、チャリティコンサート等を開催し、
復興に向けたさらなる支援に活用する。

人と人とのつながり

皆様のご支援、ご協力のおかげで「東日本大震災 鎮魂と追悼のモニュメント建立プロジェクト」も無事に第三期目を迎えることが出
来ました。当団体の知名度も少しずつではありますが、向上しており、様々な法人・団体様からの寄附も増えつつあります。また、

追悼と伝承の祈念公園

街の記憶

歴史的つながり
2015 年に支倉常長がローマに入っ
て 400 周年を迎えていることから、
歴史を伝えるモニュメントとして
のつながりを持たせる。

未来へのつながり

復興アーカイヴ館を建設、
震災の記憶の未来への伝
承を図る。

